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【問】人事課　（２８）８９５３

一　般　職　員

申込期限受　験　資　格職種・採用予定人数

５月２４日（金）

【大学卒】昭和６２年４月２日以降生まれで、大学を卒業または
令和２年３月に卒業見込みの方
【短大卒】平成元年４月２日以降生まれで、短大（高等専門学校など
を含む）を卒業または令和２年３月に卒業見込みの方

土木課程専攻４人土 木

建築課程専攻１人建 築

◆申し込み

申込期限（消印有効）までに電子申請、または指定用紙を持参・郵送（〒４９１－８５０１　本庁舎人事課）

※指定用紙は人事課でも配布。郵送希望の方は、９２円切手を貼った返信用封筒（長形３号）を同封の上、郵送

一宮市に
あなたの力を♪

令和２年４月採用　募集日程

申込期間募集案内公表日職　種

６月３日（月）～２１日（金）

５月２２日（水）

一般事務・技術（土木・建築以外）・
消防・保育士・保健師ほか

６月３日（月）～８月２３日（金）弁護士

７月１１日（木）～８月１６日（金）

６月２１日（金）

一般事務・技術（土木）・消防ほか

一般事務

７月１１日（木）～９月２７日（金）獣医師・薬剤師

短大短大卒卒

高校高校卒卒

障害障害者者

大学大学卒卒

令和２年４月採用 市職員を募集

市民意見
提出制度

３月に計画を策定

【問】都市計画課　（２８）８６３２

立立地地適適正正化化計計画画をを策策定定
１０２６８７４ ＩＤ 

　多拠点ネットワーク型都市の実現のため、

都市機能誘導区域などを定める計画です。

　素案への意見を募集したところ、６件の

意見がありました。

【問】健康づくり課　（７２）１１２１

自自殺殺対対策策行行動動計計画画をを策策定定
１０２５０２６ ＩＤ 

　「いのちを大切にする、やさしさと思い

やりのまち」を目指すための計画です。

　素案への意見を募集したところ、１６件

の意見がありました。

　市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考

にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市

の考え方を公表しました。

　計画は、市ウェブサイト、市資料コーナー（市役所本庁

舎１階、尾西・木曽川庁舎１階）で閲覧できます。

※立地適正化計画は５月１日（祝）から公表

指定用紙ダウンロード可

１０２８９１３ ＩＤ 

１０２８９１１ ＩＤ 



9２０１９（令和元）年５月　広報一宮

【問】行政課　（２８）８９５６

　令和元・２年度に広告を掲載する発行物は、

下表のとおりです。広告は要綱に基づく審査が

あります。詳しくは、右記の申込先にお尋ねく

ださい。

市発行物への有料広告を募集 １００２６９６ ＩＤ 

掲載料※掲載時期１枠の大きさ色掲載場所発行物名

①４０万円（増税後４２万円）
②２０万円（増税後２１万円）

③１０万円（増税後１０万５，０００円）

７月号～
令和２年６月号
（毎月発行）

①２７×１８
②１３．２×１８
③１３．２×８．８

４色刷
裏表紙
１～４枠

広報一宮

５万円（増税後５万２，０００円）
８・９月号～令和２年
６・７月号（奇数月発行）

６×８２色刷裏表紙２枠健康ひろば

２万１，０００円令和２年２月６×８２色刷裏表紙２枠
男女共同参画情報紙
「いーぶん」

７万３，０００円

令和２年度使用分

７×９４色刷裏表紙２枠つうえんブック

２万１，０００円６．５×６．５４色刷
７枚つづり
各裏面１枠

ウェルカムチケット

８万４，０００円６．５×９１色刷
封筒裏面
１枠

軽自動車税
納税通知書封筒

※掲載料は１枠当たりで税込み

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

　子育て家庭の方が安心し

て外出できるよう、オムツ

替え・授乳ができる施設と

して、登録していただける

事業者を募集しています。

登録には要綱に基づく審査

があります。

　申し込み方法など詳しくは、お尋ねください。

「赤「赤ちちゃゃんのんの駅駅」」
協力事業者を募協力事業者を募集集

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

１０２３８５１ ＩＤ 

１０１９２９１ ＩＤ 

申込書ダウンロード可

③高齢者の料理教室（先着８団体）
◆派遣日　１１月～令和２年３月の火・水曜日

◆講　師　管理栄養士

①転ばぬ先の介護予防教室
◆派遣日　７月中旬～令和２年３月の月～金曜日

◆講　師　リハビリ専門職・管理栄養士ほか

講師を派遣します ！
出前講

座の

申 込 先

宣通（名古屋市東区東桜２丁目１６－２７、

０５２（９７９）１６００）

②教えて在宅療養
◆派遣日　８月～令和２年３月の月～金曜日

◆講　師　医師・歯科医師・薬剤師ほか

主主 なな 条条 件件
利用者に無料で提供でき、次のいずれかに該当

する施設・店舗

▽オムツ替えのスペースがある　

▽授乳できるスペースがある

▽授乳できるスペースに加え、ミルク用のお湯

　が提供できる

◆対　象　市内在住（②は在勤・在学も）の１０人

　　　　　以上の団体

　　　　　※①はおおむね６０歳以上の方、③は　

　　　　　　６５歳以上の男性

◆派遣場所　申し込み団体が準備する市内の会場

◆申し込み　①は５月３１日（金）、②は６月１４日（金）、　

　　　　　③は希望日の２カ月前までに電話で

　　　　　高年福祉課



対象住宅／次の全てに該当する住宅

　　　　　▽今年新築した認定長期優良住宅　

　　　　　▽１戸当たりの床面積が５０以上２８０以下

減額内容／１２０分までに相当する税額の２分の１

減額期間／５年度（中高層耐火住宅は７年度）

必要書類／①申告書②認定長期優良住宅の通知書

認定長期優良住宅 １０００９３３ ＩＤ 

10

耐　震　改　修

対象住宅／昭和５７年１月１日以前に建築した

対象工事／現行の耐震基準に適合し、１戸当たりの費用が５０万円を超えた耐震改修

減額内容／１２０分までに相当する税額の２分の１（認定長期優良住宅の場合は３分の２）

減額期間／工事完了の年の翌年度

必要書類／①申告書②現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書③改修費用を証明

する書類　※認定長期優良住宅の場合は通知書も必要

【問】資産税課　（２８）８９６６

認め印・必要書類を持参の上、本庁舎資産税課で申告してください。
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バリアフリー改修 １０００９３５ ＩＤ 

居住者要件／次のいずれかに該当する方

　　　　　▽６５歳以上の方　▽要介護認定または要支援認定を受けている方　▽障害のある方

対象住宅／新築から１０年以上経過した

対象工事／補助金などを除く自己負担が５０万円を超え、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・ト

イレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り換え、床表面の滑

り止め化など

減額内容／１００分までに相当する税額の３分の１

減額期間／工事完了の年の翌年度

必要書類／①申告書②居住者要件を満たすことを証明する書類③工事明細書など工事内容が分

かる書類④工事箇所の写真⑤改修費用を証明する書類

対象住宅／平成２０年１月１日以前に建築した

対象工事／現行の省エネ基準に適合し、補助金などを除く自己負担が５０万円を超え、窓の改

修工事を含む断熱改修

減額内容／１２０分までに相当する税額の３分の１（認定長期優良住宅の場合は３分の２）

減額期間／工事完了の年の翌年度

必要書類／①申告書②現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書③改修費用を証

明する書類　※認定長期優良住宅の場合は通知書も必要

省エネ改修 １０００９３６ ＩＤ 

各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事ををををををををををををををををををををををををををををををををを各種改修工事を行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっったたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅住宅ななななななななななななななななななななななななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどのののののののののののののののののののののののののののののののののどの
固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定固定資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税ををををををををををををををををををををををををををををををををを税を減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額

新築・増築の 

家屋調査に 

ご協力を

　家屋を新築・増築した方には、固定資産税がかかります。市職員が

家屋の調査に伺いますので、ご協力をお願いします。

１０００９３８ ＩＤ 
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問い合わせ返済期間融資金額対　象融　資

中
小
企
業
向
け
の
融
資

商工観光課（（２８）９１３２）、
市内取扱金融機関

７年以内（年利０．８～１．０％）２，０００万円以下市内で新規開業開 業 資 金

市内取扱金融機関

７年以内（年利１．１～１．３％）
１０年以内（設備だけ年利１.４％）

２，０００万円以下
従業員２０人以下
　（一部を除く）小規模企業等

振 興 資 金 ７年以内（年利１．３～１．５％）
１０年以内（設備だけ年利１.６％）

５，０００万円以下
従業員５０人以下
　（一部を除く）

一宮商工会議所（（７２）４６１１）・尾西商工会
（（６２）９１１１）・木曽川商工会（（８７）３６１８）

７年以内等（年利は問い合わせ）２，０００万円以下
商工会議所・商工
会の推薦を受けた

経営改善貸付

日本政策金融公庫一宮支店
（（７３）３１３１）

７年以内等（年利は問い合わせ）４，８００万円以下等金融業等以外普 通 貸 付

取扱金融機関、愛知県信用保証
協会（０１２０（４５４）７５４）

１０年以内（年利は問い合わせ）８，０００万円以下
中小企業信用保険
法による条件あり

サポート資金
セーフティネット

融資などを受けるには、条件があります。詳しくは、お尋ねください。 

融融資資・・補助制度補助制度ののごご 利用利用 をを事業主向事業主向けけ

１００２６３４ ＩＤ 

申込書ダウンロード可

【問】農業振興課　（２８）９１３６　　　ＪＡ愛知西営農企画課　０５８７（３６）３３２６

はは つつ らら つつ農業塾塾生を募農業塾 塾 生 を 募集集
１０１９０７７ ＩＤ 

ほ場での栽培管理、専門農家での研修ほか

各会場若干名（面接）
各会場４５人（抽選）

※２人までのグループ申し込み可

秋冬野菜・春夏野菜を栽培研修内研修内容容

定定　　員員

担い手育成コース

８月～令和３年７月の

原則毎週月～金曜日（１日５時間程度）

一宮市・稲沢市で就農を希望する

６４歳以下の方
一宮市・稲沢市に在住の未受講者

８月～令和２年７月の原則毎週金曜日

午前９時３０分～正午（稲沢会場は原則毎週水曜日）
研修日研修日時時

応募資応募資格格

生きがい農業コース

５月１０日（金）（必着）までに申込書を

本庁舎農業振興課またはＪＡ愛知西

本店・支店。申込書は農業振興課、出

張所、ＪＡ愛知西本店・支店でも配布

申し込み

ＪＡ愛知西本店近辺ほ場（北小渕）または

ＪＡ愛知西一色下方研修センター近辺ほ場（稲沢市一色下方町）

▲

会　場

▲

受講料 各年１万円（教材費・保険料などを含む）

問い合わせ支給金額対　象補　助

補
助
金
・
奨
励
金
の
支
給

商工観光課
（（２８）９１３０）

新規加入契約締結後の１２カ月分
の掛け金納付額の１８％
（追加の加入分および１２カ月に
満たない被共済者分は対象外）

中小企業退職金共済に新規加入し、１２カ月分の
掛け金を納付

中小企業退職金共済
加 入 促 進 補 助 金

一宮商工会議所の特定退職金共済に新規加入し
１２カ月分の掛け金を納付

特 定 退 職 金 共 済
加 入 促 進 補 助 金

重度障害者５，４００円・中度４，５００
円・軽度３，６００円
（１人の月額、最長６０カ月）

市内の身体・知的・精神障害者を新たに雇用
（雇用保険の被保険者に限る）

障 害 者 特 別 雇 用
奨 励 金

高年齢者１人５４，０００円
市内の６０歳以上の方を新たに１年以上雇用し、
国の特定求職者雇用開発助成金の第２期支給決
定を受けた

高 年 齢 者 雇 用
奨 励 金

１０１０７１９ ＩＤ 
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【問】住宅政策課　（８５）７０１０

◇木造住宅耐震改修補助　　１，０００，０００円

倒壊の可能性あり 　限度額

◇木造住宅簡易耐震改修補助　 ３００，０００円

◇耐震シェルター等補助　　　 ２５０，０００円

◇木造住宅解体補助　　　　　 ２００，０００円

倒壊の可能性が高い 　限度額診断の結果…
昭和５６年５月３１日以前に着工された木造

住宅が対象

※プレハブ・ツーバイフォーなどを除く

木造住宅　無料耐震診断

あなたの家と あなたの家族を守るために

　補助を受けるには、契約前に申請

が必要です。申請方法など詳しくは、

お尋ねください。

指定用紙ダウンロード可１０１１８０１ ＩＤ 

住宅の

などを一部補助します

耐震
改修

　「４Ｒ」という言葉を聞いたことが

ありますか。リフューズ（Ｒｅｆｕｓｅ）、

リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ）、リユース

（Ｒｅｕｓｅ）、リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ）

の四つの頭文字をとったものです。

　リサイクルは「ごみを減らすため

にはとてもいい方法」と思われがち

ですが、新しい物を作るよりも、大

量の資源とエネルギーが消費される

場合があります。そのため、リサイ

クルは「４Ｒ」の中では最後の手段

になります。

　①リフューズ②リデュース③リユ

ース④リサイクルの順番を心掛け、

ごみの削減にご協力お願いします。

【問】環境センター　（４５）７００４

ごみを減ごみを減ららすすキーワキーワーードド「「４Ｒ」４Ｒ」
環境センター
ニュース

１００１６７６ ＩＤ 

②リデュース

ごみを増やさない生活を

しましょう

①リフューズ

ごみになるものは、

もらわずに断りましょう

不要な

レジ袋は

断る

詰め替え用の

商品を購入する

③リユース

使えるものは、繰り返し

使用しましょう

④リサイクル

リサイクルを進め、資源

を有効利用しましょう

分別・リサイクル

を徹底する
使用しなく

なった物を

必要とする

人に譲る

※昭和５６年５月３１日以前に着工された木造以外の一戸建ての住宅が対象

木造以外の住宅にお住まいの方は木造以外の住宅にお住まいの方は…… ◇非木造住宅等耐震診断補助　限度額１００，０００円



13２０１９（令和元）年５月　広報一宮

【問】市民協働課　（２８）８９５４

活活 動動 だだ よよ りり地地域域づづくくりり協協議議会会 ５５００

　萩原町連区地域づくり協議会は「みんなで考

え、知恵を出し、参加する、新しいまちづくり」

をスローガンとして、８年前に設立しました。

　当協議会は、役員会の下に「生活安全部会」

「生涯健康部会」「ふれあい福祉部会」「広報広聴

部会」の４部会を設置し、連区内のさまざまな

団体と連携して活動しています。

　災害時の避難などに役立てるために、町内会

ごとに作成する「災害時たすけあい名簿」の整

備支援や、児童・生徒や地域住民の安全向上の

ために、学校周辺に防犯カメラを設置。また資

源ゴミの持ち去り対策として、看板やポスター

の作成・配布などを行ってきました。敬老会では、

中学生ボランティアの支援を受けてモーニング

サービスを提供し、皆さまから好評を得ており

～萩原町連区編～ ます。さらに萩原町が全国に誇る「全国選抜チ

ンドン祭り」や、萬葉公園高松分園の「花しょ

うぶ祭」「歩け歩け大会」などの地域イベントや

交通安全パレードなどの各種啓発活動の支援を

行っています。また広報活動としては「地域づ

くり協議会だより」を年４回発行するほか、イ

ンターネットを利用した広報活動を行うための

研究もしています。

　今後も引き続き、地域の皆さまのためにさま

ざまな活動を行っていきます。

▲

敬
老
会
で
の

モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

　今年、生誕２００年を迎える明治の代表的な漢詩

人・森 春 
しゅん

 濤 （１８１９～１８８９）は、一宮村下馬町
とう

（本町４丁目）の医師の家に生まれました。当初、

医学を学んだ春濤は、１０代半ばで作詩に傾倒。

明治維新後、東京に居を構えて「 茉 
ま

 莉 吟社」を
り

興すと多くの才人が集まり、漢詩が隆盛する明

治初めにあって大いにもてはやされました。

　堅苦しいイメージのある漢詩ですが、春濤の

作品は自然の移ろいを情感豊かに歌い、とても

ロマンチックです。例えば、３８歳の時、小信中

島村の画家・吉田 蘇 
そ

 川 の家にフジの花を見に行
せん

った際に作られた詩を見てみましょう。

　「色香や 愛  嬌 は全てちりと
あい きょう

なってしまう、ボタンの春に

あっては。カイドウが咲く頃

には春風が絶えず、我を忘れ

て物思いにふける。春の終わ

りにはフジの花も咲いてまた

悩ましい」といったところで

しょうか。次々に美しい花が

咲き乱れる季節、ついつい心

を乱されてしまう作者の、た

め息が聞こえてきそうな詩で

す。

　春濤は、激動の時代にあり

ながら政治とは一線を画し、

自己の内面を映した近代的な

漢詩を創出しました。

【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ
森春濤

～甘美と憂愁の漢詩人～

▲「吉田蘇川宅
観藤花」

百媚千嬌総委塵（百媚千嬌総て塵に委す）

牡丹春又海棠春（牡丹の春　又海棠の春）

春風不断銷魂種（春風断たず　銷魂の種）

晩出藤花也悩人（晩れに藤花を出だして

　　　　　　　　也人を悩ます）
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市政ニュース

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

幻想的なホタルの光を楽しめます

ホタル観賞の夕べ

定員（抽選）

各２４０人 申し込み

５月１０日（金）（消印有効）までに、希望日・参加人数、代表者の住所・氏名

・年齢・電話番号を記入の上、ハガキ・ファクス・電子メール（〒４９１－８５０１　

本庁舎公園緑地課、（７３）９２１８、kouen@city.ichinomiya.lg.jp ）

萩原商店街
萩原商店街でで待ってるよ～
待ってるよ～ ！！

【問】観光協会（商工観光課内）　（２８）９１３１

◆全国選抜チンドンコンクー◆ 全国選抜チン ドンコンクールル
（午前（午前１１００時～午後０時～午後０時時３３００分）分）

◆ステージイベント◆ ステージイ ベン ト　　　　ほかほか

午前９時～午後５午前９時～午後５時時（雨天決行）（雨天決行）

５５月月２２６６日日（日（日）） １０２８７７６ ＩＤ 

全全国国選選抜抜チチンンドドンン祭祭りり

全全国国からチからチンンドドンマンが集ンマンが集結結！！

※ホタルの育成状況によっては、ホタルの数

が少ない場合があります。

大野極楽寺公園 １０１４２４１ ＩＤ 

午後８時～１０時
６月７日（金）・８日（土）・９日（日）

※抽選の結果は全員に

通知します。
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日　時／５月１１日～１９日の土・日曜日　午前９

時～午後５時

対　象／市内在住・在学の中学・高校生（生徒

手帳を持参）

　改元に伴い、有効期限の元号を「令和」と表

記した新しい受給者証を、６月上旬に送付しま

す。届いたら、現在お持ちの受給者証は個人情

報が読み取られないよ

う、細かく切って処分

してください。

　なお障害者医療費、

母子・父子家庭等医療

費、後期高齢者福祉医

療費受給者証は、その

まま有効期間終了まで

お使いください。

　増額後の支給額は次のとおりです。

第１子の支給額

▽全部支給＝４２，９１０円

▽一部支給＝４２，９００円～１０，１２０円

第２子の加算額

▽全部支給＝１０，１４０円

▽一部支給＝１０，１３０円～５，０７０円

第３子以降の加算額

▽全部支給＝６，０８０円

▽一部支給＝６，０７０円～３，０４０円

　増額後の支給月額は次のとおりです。

▽特別障害者手当＝２７，２００円

▽経過的福祉手当＝１４，７９０円

▽障害児福祉手当＝１４，７９０円

▽特別児童扶養手当＝５２，２００円（重度障害）、

３４，７７０円（中度障害）

※県上乗せ分の変更はありません。

対　象／８月１日（木）～令和２年１月３１日（金）に

市内または友好都市「イタリア共和国

トレビーゾ市」内で、３人以上で構成

する市民団体が自主的・自発的に行う、

市民参加が見込まれる交流事業 

申し込み／５月７日（火）～６月２１日（金）（必着）に申

請書を本庁舎国際交流協会。申請書は

国際交流協会でも配布

　フードドライブとは、家庭で余った食品を持

ち寄り、それを必要とする方々に寄付をする活

動です。賞味期限まで１カ月以上あり、常温で

保存でき、未開封の食品を集めます。食品ロス

（まだ食べられるのに捨てられている食品）を削

減するため、ご協力ください。

日　時／５月２７日（月）～３１日（金）　午前９時～午

後４時

会　場／環境センター北館

対　象／缶詰、インスタント食品、米、乾物

（うどん・パスタなど）、調味料、飲料

児童扶養手当の
支給額が４月分から増額

【問】子育て支援課　（２８）９０２３　　

  １００１３７２ ＩＤ 

フードドライブにご協力を

　【問】環境センター　（４５）７００４　　

  １０２３７５５ ＩＤ 

本庁舎・木曽川庁舎の
学習室のご利用を

　【問】青少年育成課　（８４）００１７　　

  １０１７５７１ ＩＤ 

子ども医療費受給者証を
新たに送付します

【問】保険年金課　（２８）９０１３　　

  １０２８６０８ ＩＤ 

友好都市との交流事業などの
費用の一部を補助します

【問】国際交流協会（生涯学習課内）　（８５）７０７６　　

  １０２８６００　申請書ダウンロード可 ＩＤ 

特別障害者手当などの
国の支給額が４月分から増額

　【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １０２８５９５ ＩＤ 
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市政ニュース

対　象／次のいずれかに該当し、目的が営利・

宗教・政治的でなく１５人以上が参加で

きる団体①市内の事業所②市内の事業

者と共催の労働組合・自主グループ③

市内の事業者で組織した団体

派遣時間／午前９時～午後９時の２時間以内

派遣場所／申し込み団体が準備する市内の会場

申し込み／開催希望日の原則２カ月前までに申込

書を本庁舎政策課。申込書は政策課で

も配布

　市では、市制施行記念日（９月１日）に、民

間企業に従事していて次に該当する方を、一宮

市表彰条例に基づき表彰します。

▽会社・商店・工場などの従業員で、市内の事

業所に正社員として通算２０年以上業務に精励

している方（現在、会社役員・組合役員など

の役職にある方、既に表彰を受けた方を除く）

▽特許の登録をされた優秀な発明・考案をした

と認められる方

　表彰に該当する方の雇用主は、５月３１日（金）ま

でに表彰調書を本庁舎商工観光課へご提出くだ

さい。調書は商工観光課で配布します。

対　象／ＩＴを活用した業種などで、今後創業

するか創業後３年を経過していない方

募集内容／  －ビル６階ビジネス支援センター内

の２部屋（約６。共同商談室・作業

室あり。原則２４時間使用可）

入居期間／最長３年（１年ごとに再審査）

賃　料／月１５，０００円（光熱水費込み）

選考方法／書類審査・面接

申し込み／５月７日（火）～３１日（金）（必着）に応募用

紙を持参または郵送

　市内の中小企業が生産・開発した独自の新商

品を市が認定し、市ウェブサイトで公表します。

また市の関係部署へ働き掛けて受注実績を作る

ことで、販路開拓を支援します。

申し込み／５月７日（火）～３１日（金）に申請書類を本

庁舎商工観光課

※新商品の条件など詳しくは、市ウェブサイト

をご確認ください。

　既存住宅の単独処理浄化槽・くみ取り便槽を、

し尿と生活雑排水を併せて処理できる合併処理

浄化槽に転換設置する方に、予算の範囲内で補

助します（法人を除く）。

対象地域／市内全域（公共下水道の整備予定区域

などを除く）

対象住宅／申請者本人が居住する既存住宅（併用

住宅は延べ床面積の２分の１以上が居

住用であること）

※新築・建て替え、建築確認申請を伴

う増改築などでの設置は対象外

対象浄化槽／一定の条件を満たす処理対象人員５０人

以下の合併処理浄化槽

補助限度額／５人槽＝３３２，０００円、６・７人槽＝

４１４，０００円、８～５０人槽＝５４８，０００円（既

設単独処理浄化槽を撤去処分し、合併

処理浄化槽に転換する場合は９万円を

加算）

申　請／着工前に必要書類を衛生処理場（令和

２年２月２８日（金）まで）

日　時／５月２３日（木）　午前９時～午後４時

会　場／本庁舎商工観光課

対　象／市内在住の方

定　員／８人（先着。１人４０分）

申し込み／５月７日（火）～２１日（火）に電話で商工観

光課

ワーク・ライフ・バランスなど

事業所主催の研修会へ講師を派遣

　【問】政策課　（２８）８９５２　　

  １０１１５７１　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

産業従事者を表彰
申請は５月３１日までに

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０１９６７４ ＩＤ 

ＳＯＨＯインキュベータオフィス
入居者を募集

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０１２４８３　応募用紙ダウンロード可 ＩＤ 

いちのみやの新商品を募集します

　【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １００２６７９　申請書類ダウンロード可 ＩＤ 

合併処理浄化槽に転換する
設置費を補助します

【問】衛生処理場　（４５）４４２３　　

  １０１３５９６　申請書類ダウンロード可 ＩＤ 

弁護士による
多重債務者無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８　　

  １０２４３８８ ＩＤ 
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　医療費などの支払い後、２年以内の申請によ

り、次の給付を受けられる場合があります。申

請方法など詳しくは、お尋ねください。

▽葬祭費＝亡くなったとき

▽治療用装具費＝コルセットなどを購入したと

き

▽高額療養費＝１カ月の医療費の自己負担額が

限度額を超えたとき

▽高額医療・介護合算療養費＝高額療養費・高

額介護サービス費をそれぞれ適用後、１年間

の医療費と介護サービス利用料の自己負担額

の合計が限度額を超えたとき

保険証の送り先を変更するには手続きが必要

　毎年７月に新しい保険証を発送します。保険

証は、郵便局に転送の届け出をしている場合で

も、転送先には届きません。住民登録地以外へ

の郵送を希望する場合は、ご連絡ください。

　後期高齢者医療被保険者で、寝たきりの方な

どに、保険診療分の医療費を助成しています。

申請方法など詳しくは、お尋ねください。

対　象／▽心身・精神障害者医療

▽要介護４・５と認定され、寝たきり・

認知症である（非課税など要件あり）

▽１人暮らし（非課税など要件あり。

施設入所者・近隣に親族がいる方を

除く）

▽自立支援医療受給者証（精神通院）

所持者

　市では１０月末まで、職員は

上着・ネクタイを着用せず仕

事をし、冷房温度の適正管理

を心掛けます。ご理解とご協

力をお願いします。

　案内書（申込書）は、５月７日（火）から本庁舎

市営住宅管理事務所、尾西庁舎窓口課、木曽川

庁舎総務窓口課、出張所で配布します。申し込

み資格は、案内書でご確認ください。

受付場所／市営住宅管理事務所

常時募集（先着順）

　今回申し込むと、今年度に空き家が出た場合、

先着順で入居できます。

募集住宅／尾関・大山・春明・萩原・江東・竹橋

・祐久南の簡易耐火平屋または２階建

て住宅

受付期間／５月１７日（金）～令和２年３月３１日（火）

定期募集（抽選）

　空き部屋の入居希望者を募集します。

募集住宅／花祇・松降・朝日・河端・大山・春明

・苅安賀・島村・毛受・東五城・開信・

冨田・玉野などの３階建て以上の中高

層住宅

受付期間／５月２０日（月）

～２７日（月）

※入居希望者のない部

屋は、６月７日（金）か

ら先着順で追加募集

あり

　自分が居住する市内の住宅に、次の対象設備

を設置する費用の一部を、予算の範囲内で補助

します（法人を除く。１世帯各１回限り）。

対象設備／①住宅用太陽光発電システム（単独で

の補助なし）②家庭用燃料電池コージ

ェネレーションシステム③定置用リチ

ウムイオン蓄電システム④家庭用エネ

ルギー管理システム⑤電気自動車等充

給電設備

補助額／①太陽電池最大出力１kＷ当たり

１８，０００円（７２，０００円まで）②６０，０００円

③⑤５０，０００円④１０，０００円

申　請／工事着工の２週間前までに申請用紙・

必要書類を環境センター北館内環境保

全課

後期高齢者医療保険

給付などの手続きをお忘れなく

　【問】保険年金課　（２８）８９８５　　

  １０１６３０２ ＩＤ 

後期高齢者医療保険に加入している方へ

医療費を助成

　【問】保険年金課　（２８）９０１３　　

  １０００１５０ ＩＤ 

市営住宅（常時・定期募集）を
受け付け

【問】市営住宅管理事務所　（２８）８６４９　　

  １０２８６３２ ＩＤ 

住宅用地球温暖化対策設備
設置費を補助

【問】環境保全課　（４５）７１８５　　

  １０２８３３７　申請用紙ダウンロード可 ＩＤ 

５月から「さわやかエコスタイル
キャンペーン」に取り組みます

【問】環境保全課　（４５）７１８５　　

  １００１８２０ ＩＤ 


